
観光社会資本一覧

都道府県 市区町村 テーマ 社会資本名称
北海道 札幌市 札幌を代表するシンボル空間 「大通」 大通
北海道 札幌市 四季を通した「自然とのふれあい」　～見る・遊ぶ・泊まる・体験する～ 国営滝野すずらん丘陵公園
北海道 札幌市 公園全体がひとつの彫刻 モエレ沼公園
北海道 札幌市 紅葉映える豊平峡 豊平峡ダム
北海道 函館市 異国情緒あふれる街並みに相応しい道路空間「八幡坂通」 八幡坂通（はちまんざかどおり）
北海道 小樽市 小樽運河とふれあいの散歩道 臨港線
北海道 旭川市 市民のシンボルとなっている「一般国道４０号　旭橋」 一般国道４０号　旭橋（あさひばし）
北海道 釧路市 パブリックアートによる地域観光振興 釧路合同庁舎（釧路シビックコア地区）
北海道 釧路市 霧中に浮かぶ「一般国道３８号　幣舞（ぬさまい）橋」と四季の像 一般国道３８号　幣舞橋（ぬさまいばし）
北海道 稚内市 稚内のシンボル「稚内港北防波堤ドーム」 稚内港北防波堤ドーム
北海道 紋別市 流氷とオホーツク海が四季を通じて満喫できる紋別港 紋別港第３防波堤、緑地など

北海道 倶知安町外６町２村
シーニックバイウェイ北海道「支笏洞爺ニセコルート」「大雪・富良野ルート」
「東オホーツクシーニックバイウェイ」

国道５号他１１路線、道道６６号他２５路線、
他市町村道

北海道 長沼町 大勢の人々でにぎわう道の駅「マオイの丘公園」 マオイの丘公園（まおいのおかこうえん）
北海道 美深町 朔北の大河　天塩川を下る 美深アイランドカヌーポート
北海道 虻田町 火山噴火災害と観光 西山川遊砂地
北海道 音更町 十勝川温泉のウォーターフロントとしての整備 白鳥護岸
北海道 新得町 広く地域に開かれたレクリエーションゾーン 佐幌ダム
北海道 幕別町、池田町 千代田堰堤と千代田新水路 千代田新水路事業
北海道 豊頃町 四季様々な姿の十勝川河川敷地「ハルニレの木」 十勝川築堤改修工事
１９件

青森県 青森市 豊かでにぎわいのある水辺の空間 北防波堤、岸壁（-10m）
青森県 五所川原市 立佞武多（タチネプタ）活性化の支援（電線類地中化事業） 県道五所川原停車場線　他
２件

岩手県 盛岡市 北上川水系中津川の景観護岸整備 北上川上流中津川地区
岩手県 盛岡市 御所ダム 御所ダム
岩手県 盛岡市 現代と調和する歴史的道「寺町通り」 盛岡市寺町通り（国道４５５号）
岩手県 二戸市 地域の交流拠点として親しまれる二戸合同庁舎（二戸シビックコア地区） 二戸合同庁舎
４件

宮城県 仙台市 緑の文化回廊　定禅寺通 市道定禅寺通線
宮城県 多賀城市 野田の玉川（歌枕をたずねて） 多賀城市　野田の玉川
宮城県 川崎町 釜房湖畔の豊かな水と緑、美しい蔵王連峰を望む国営みちのく杜の湖畔公園 国営みちのく杜の湖畔公園
３件

秋田県
潟上市、二ツ井町、
大仙市、美郷町

菅江真澄の足跡を情報発信することにより観光支援に寄与する道の駅 道の駅　てんのう、ふたつい　他

秋田県 小坂町 近代化遺産を活用したまちづくり 古舘地区
秋田県 角館町 歴史的風情を残す武家屋敷通 武家屋敷通、中央線（角館駅前広場）
３件

山形県 山形市 四季を通して楽しめる馬見ヶ崎川 最上川水系馬見ヶ崎川
山形県 寒河江市 さくらんぼの故郷「道の駅・寒河江」　～チェリーランド～ 道の駅　寒河江
山形県 長井市 川集うまちながい　みずはの小道（最上川フットパスながい） 最上川フットパス
山形県 尾花沢市 風情あふれる銀山温泉 銀山川
山形県 金山町 金山型住宅と街並み景観 金山型住宅（金山町ＨＯＰＥ計画）
５件

福島県 いわき市 市民に拓かれた親水広場　（アクアマリンパーク　：　小名浜港１，２号ふ頭） アクアマリンパーク（小名浜港１，２号ふ頭）
福島県 二本松市 安達太良の裾野に広がる潤いのある水辺空間「油井川」 油井川
福島県 下郷町 江戸時代の宿場を残す下野街道 下郷町道
３件

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県

古河市
小山市、藤岡町、野
木町
板倉町
北川辺町

レクリエーションスポットとして注目を集める渡良瀬遊水地 渡良瀬遊水地

茨城県 常陸太田市 竜神ダム周辺の四季 竜神ダム
茨城県 鹿嶋市 鹿島港魚釣園 鹿島港北防波堤
茨城県 大洗町 海との触れあい 大洗公園線
４件

栃木県 栃木市 蔵の町並み 栃木大通り・巴波川綱手道
栃木県 栃木市 やすらぎの川面の再生 巴波川
栃木県 今市市 日本一の杉並木 日光杉並木街道、杉並木公園

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県

古河市
小山市、藤岡町、野
木町
板倉町
北川辺町

レクリエーションスポットとして注目を集める渡良瀬遊水地 渡良瀬遊水地

栃木県 足尾町 銅（あかがね）親水公園内の足尾砂防堰堤 足尾砂防堰堤
５件

群馬県 前橋市 「水と緑と詩のまち」を演出する前橋公園と利根川 利根川（岩神地区）

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県

古河市
小山市、藤岡町、野
木町
板倉町
北川辺町

レクリエーションスポットとして注目を集める渡良瀬遊水地 渡良瀬遊水地

群馬県 伊香保町 伊香保温泉の石段街 伊香保温泉石段街
３件



観光社会資本一覧

都道府県 市区町村 テーマ 社会資本名称
埼玉県 さいたま市、戸田市 人々の暮らしに潤いと、安心の基となる荒川第一調節池 荒川第一調整池
埼玉県 川越市 蔵づくりの街並み（川越市一番街） 菓子屋横丁通り線他、中心市街地区

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県

古河市
小山市、藤岡町、野
木町
板倉町
北川辺町

レクリエーションスポットとして注目を集める渡良瀬遊水地 渡良瀬遊水地

３件

千葉県 千葉市 緑と干潟の憩いの広場千葉ポートパーク 千葉ポートパーク
千葉県
神奈川県

木更津市
川崎市

東京湾３６０度の大パノラマ海ほたる 東京湾横断道路

千葉県 佐原市 小野川水上循環バス（舟運の復活） 小野川
千葉県 成田市 成田国際空港 成田国際空港
４件

東京都 千代田区 霞が関に残る歴史的建築物　中央合同庁舎第６号館赤れんが棟 中央合同庁舎第６号館赤れんが棟

東京都
中央区、墨田区、台
東区、江東区、荒川
区、足立区、北区

安全でうるおいのある水辺の再生～隅田川～ 隅田川

東京都 中央区 一般国道１５号　銀座通り（中央通り） 銀座通り（国道１５号）
東京都 中央区 日本の道路の起点「道路元標」が埋設されている重要文化財「日本橋」 日本橋
東京都 港区、江東区 臨海副都心の“走る展望台”　新交通ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ

東京都
港区、江東区、品川
区

東京臨海副都心 東京臨海副都心

東京都
港区
渋谷区

おしゃれのまち、表参道の緑を楽しむ 放射第２３号線

東京都 新宿区 新宿御苑に残る歴史的建築物の保存活用 国民公園新宿御苑
東京都 台東区 「国際子ども図書館」明治の煉瓦造建築物の保存利用 国立国会図書館国際子ども図書館
東京都 台東区 ル・コルビュジェのオリジナルデザインの保存 国立西洋美術館
東京都 渋谷区 日本近代建築の名作　～国立代々木競技場～ 国立代々木競技場
東京都 北区 荒川の歴史を語る旧岩淵水門と、さまざまな荒川に出会える荒川知水資料館 旧岩淵水門、荒川知水資料館
東京都 江戸川区 小松川千本桜を有する、荒川小松川地区高規格堤防 荒川小松川地区高規格堤防
東京都 八王子市 信仰とハイキングのメッカ　高尾山 高尾山線（都道１８９号線）
東京都 立川市、昭島市 「緑の回復と人間性の向上」をテーマとした緑につつまれた公園 国営昭和記念公園
１５件

神奈川県 横浜市 横浜に残る歴史的建築物「横浜税関本関」 横浜税関本関
神奈川県 横浜市 世界と共に響き合う、コミュニケーション・スペース・パシフィコ横浜「国際会議 国立横浜国際会議場
神奈川県 横浜市 歴史を継承し生まれ変わる「横浜地方気象台」 横浜地方気象台
神奈川県 横浜市 鶴見川多目的遊水地 鶴見川多目的遊水池
神奈川県 横浜市 港や客船を身近に親しめる横浜港大さん橋国際客船ターミナル 横浜港大さん橋国際客船ターミナル
千葉県
神奈川県

木更津市
川崎市

東京湾３６０度の大パノラマ海ほたる 東京湾横断道路

神奈川県 鎌倉市 古都鎌倉の歴史ある道 若宮大路（主要地方道横浜鎌倉他）
神奈川県 藤沢市 自然と歴史が共存し・誰もが訪れて楽しく・交流できる島 江の島地区

神奈川県
津久井町、愛川町、
清川村

観光放流と水の郷を中心とした宮ヶ瀬湖周辺のにぎわい 宮ヶ瀬ダム

９件

新潟県 新潟市 水辺から「やすらぎ」を与える信濃川 信濃川やすらぎ堤
新潟県 新潟市 新潟市のシンボル萬代橋 萬代橋

新潟県 新潟市 新潟港の夕日スポット　入船みなとタワー・山の下みなとタワー
入船みなとタワー・山の下みなとタワー（新
潟みなとトンネル立坑換気塔）

新潟県 新潟市 広い砂浜が戻った新潟西海岸 新潟港海岸（西海岸地区）
新潟県 加茂市 北越の小京都加茂市のダムは桜の名所・ヘラブナのメッカ 下条川ダム
新潟県 分水町 自然と歴史文化のかおる大河津分水 大河津分水
６件

富山県 富山市 おわら風の盆と坂のまち 今町地区急傾斜地崩壊対策
富山県 富山市 「おわら風の盆」の映える情緒ある“諏訪町本通り・禅寺橋” 諏訪町本通線・禅寺橋
富山県 富山市 岩瀬運河沿いの新しいマリンスポーツの拠点 岩瀬カナル会館
富山県 新湊市 人々が集い、学び、憩う、すてきなベイエリア 海王丸パーク
富山県 魚津市 魚津蜃気楼埠頭 魚津港蜃気楼埠頭
富山県 黒部市 「きららの滝広場」と「ゆららの水辺広場」 黒部浄化センター（アクアパーク）
６件

石川県 金沢市 歴史・文化・伝統を継承する城郭の復元 金沢城公園
石川県 金沢市 落ち着きと情緒あるたたずまい、ひがし茶屋街 ひがし茶屋街
石川県 金沢市 人々の営みを支える橋、犀川大橋 犀川大橋
石川県 金沢市 伝統、文化を育む橋、浅野川大橋 浅野川大橋

石川県 七尾市
能登地域の地域活性化の核（七尾フイッシャーマンズ・ワーフ「能登食際市
場」）

七尾フィッシャーマンズ・ワーフ「能登食祭市
場」

石川県 輪島市 輪島の文化、伝統との交流や情報受発信の拠点 ふらっと訪夢
石川県 珠洲市 藍と緑のロマンにみちた宝立正院海岸 人工リーフ、緩傾斜護岸
石川県 白山市 海岸・公園・高速道路が一体となった魅力ある海辺 松任ＣＣＺ
８件

福井県 福井市 戦国時代・朝倉氏一族の歴史を語る一乗谷川 九頭竜川一乗谷川
福井県 敦賀市 憩いと賑わいの金ヶ崎緑地 金ヶ崎緑地
福井県 永平寺町 水面を穏やかに彩る鳴鹿大堰 鳴鹿大堰
福井県 三国町 三国港突堤（エッセル堤） 福井港（三国地区）防波堤
福井県 美浜町、若狭町 美しく変化に富んだ海と山と湖を結ぶ虹のかけ橋 レインボーライン
５件



観光社会資本一覧

都道府県 市区町村 テーマ 社会資本名称
山梨県 山梨市 目にも鮮やかな紅葉を湖面に映す広瀬湖 広瀬ダム

山梨県
富士河口湖町、鳴
沢村

名峰富士山の四季折々 富士スバルライン

２件

長野県 松本市 昔の街並みを今に伝えて・・・ 中町地区（街なみ環境整備事業）
長野県 松本市 未来につたえよう私たちの上高地「四季が豊かに香る詩情の地」 梓川上流床固群

長野県
茅野市、長門町、和
田村

雄大なパノラマを満喫できるビーナスライン ビーナスライン

長野県 箕輪町 ダム湖に映えるもみじのスポット 箕輪ダム
長野県 大鹿村 山間地域における防災と地域住民（生活）との関わり 大河原床固工群
長野県 上松町 中山道木曽路を今も支える「木曽の桟」 かけはし桟道橋
６件

岐阜県 岐阜市 人と人・自然・歴史・文化がふれあう河畔 長良川右岸河畔整備
岐阜県 大垣市 水都大垣市の観光地水門川 水門川親水護岸
岐阜県 高山市 アルプスのすばらしい眺望を目のあたりにできる道路 乗鞍スカイライン
岐阜県 美濃市 歴史的な町並みを生かしたまちづくり 町並み景観
岐阜県 各務原市 「見る。遊ぶ。体験・学習する。」 河川環境楽園
岐阜県 飛騨市 古川の町屋建築の景観を活かした街なみ整備 古川市街なみ環境整備事業
岐阜県 郡上市 清流桜街道１５６（清流長良川とさくら道） 国道１５６号
７件

静岡県 静岡市、岡部町 歴史の風吹く峠のオアシス 道の駅　宇津ノ谷峠
静岡県 静岡市 清水港一体となった賑わい空間創出への取り組み事例 清水港（日の出地区）

静岡県
沼津市、清水町、三
島市、函南町、伊豆
の国市、伊豆市

流域のまち・ひと結ぶ　狩野川コリドー 狩野川コリドー

静岡県 沼津市、富士市 富士山を背後に構えた海岸 富士海岸
静岡県 沼津市 沼津港の眺望を活かした賑わい創出への取り組み 沼津港
静岡県 熱海市 熱海らしさを表現する文化の香り高い歴史的建造物「起雲閣」 起雲閣

静岡県 熱海市 熱海港海岸における官民一体となった賑わい創出への取り組み
熱海港海岸（熱海サンビーチ、熱海ムーンテ
ラス）

静岡県 伊東市 古い温泉の情緒を残した中に新しい文化の香る街づくり 伊東大川
静岡県 伊豆市 歴史と風格のある温泉場の景観を有する修善寺温泉街 修善寺川
静岡県 伊豆市、河津町 名作『伊豆の踊子』の舞台となった日本初の道路隧道「天城山隧道」 天城山隧道
静岡県 吉田町 新たな海水浴場の創造 駿河海岸住吉工区
１１件

愛知県 名古屋市 さくら並木が川面に映るふるさとの川、山崎川 山崎川

愛知県
名古屋市、東海市、
飛島村

名古屋港のシンボル名港トリトン
名港トリトン（名港東大橋、名港中央大橋、
名港西大橋）

愛知県 名古屋市 名古屋港ガーデンふ頭の再開発による賑わい空間創出事例 名古屋港（ガーデンふ頭地区）
愛知県 岡崎市 高水敷を多目的に利用する河川 乙川河川敷
愛知県 半田市 半田運河における歴史ある景観に配慮した整備 半田運河
愛知県 常滑市 セントレア　～こころときめくエアシティ～ 中部国際空港
愛知県 愛西市 明治の土木技術を今に伝える船頭平閘門 船頭平閘門
愛知県 長久手町 万博の理念と成果を継承した２１世紀にふさわしい都市公園 愛知青少年公園
愛知県 南知多町 青い空、澄んだ海、白い砂浜、前浜海岸 前浜海岸
愛知県 津具村 ふれあいの里づくり丸山川 丸山川
１０件

三重県
奈良県
和歌山県

いにしえの参詣道　世界遺産「熊野古道」 熊野参詣道

三重県 津市 津なぎさまちの建設と中部国際空港との定期航路による賑わい空間創出事例 津松坂港（贄崎地区）
三重県 伊勢市 川の歴史文化・観光交流拠点としての勢田川 勢田川
三重県 桑名市 木曽三川河口部のランドマーク・長良川河口堰 長良川河口堰
三重県 亀山市 関宿重要伝統的建造物群保存地区に隣接する道の駅 道の駅「関宿」
５件

滋賀県 滋賀県 琵琶湖との、より深いふれあいを求めて 琵琶湖
滋賀県 大津市 訪れた人が憩い、砂防の歴史を学べる 鎧堰堤、オランダ堰堤
滋賀県 彦根市 歴史的なまちなみに配慮した電線類の地中化、修景事業 本町線
３件

京都府 京都市 国際会館の会議の歴史は日本の会議の歴史 国立国会国際会館
京都府 京都市 かつての公家屋敷の茶室・京都御苑拾翠亭 京都御苑拾翠亭
京都府 京都市 京都における歴史的風土の保存 古都保存事業
京都府 京都市 水運の歴史を奏でる伏見地区 三栖閘門、宇治川流派
京都府 京都市 牛若丸（義経）と弁慶の出会いの橋　五条大橋 五条通
京都府 舞鶴市 海の息づかいを感じることのできる空間 舞鶴親海公園
京都府 宇治市 歴史ロマン漂う宇治川“塔の島” 塔の島
京都府 八幡市 砂河川・木津川を体感する 木津川水辺プラザ
京都府 日吉町 「新しい里づくり」、風土・自然を基礎とした健康で文化的なまちづくり 日吉ダム
９件

大阪府 大阪市 地区のゲートウェイ　エントランスゲート　～国立国際美術館～ 国立国際美術館
大阪府 大阪市 水と緑豊かな下水道施設　舞洲スラッジセンター 舞洲スラッジセンター
大阪府 大阪市 現存する最古の下水道「背割下水」（太閤下水） 背割下水（太閤下水）
大阪府 大阪市 道頓堀　なにわの水辺劇場 道頓堀川遊歩道
大阪府 大阪市 にぎわいと豊かな四季の景観を創造するメインストリート～御堂筋～ 一般国道２５、１７６号線（御堂筋）
大阪府 大阪市 テーマパークの玄関口 浮体式防災基地
大阪府 堺市 三宝下水処理場の下水処理水で育てられたアジサイ 三宝下水処理場
大阪府 堺市 都市に緑と潤いを・暮らしに安らぎと憩いの空間を 大仙公園
大阪府 泉佐野市 関西国際空港 関西国際空港
９件



観光社会資本一覧

都道府県 市区町村 テーマ 社会資本名称
兵庫県 神戸市、淡路市 世界一の吊橋　明石海峡大橋 明石海峡大橋
兵庫県 姫路市 世界文化遺産「姫路城」と調和のとれた街路 大手前通り
兵庫県 尼崎市 内外の守りの要、尼崎閘門「尼ロック」 尼崎閘門（通称：尼ロック）
兵庫県 赤穂市 平成の城下町づくり 赤穂駅前大石神社線
４件

三重県
奈良県
和歌山県

いにしえの参詣道　世界遺産「熊野古道」 熊野参詣道

奈良県 橿原市 １７世紀の町並みが現存する町 今井地区
奈良県 明日香村 日本人の心のふるさと 国営飛鳥歴史公園
３件

三重県
奈良県
和歌山県

いにしえの参詣道　世界遺産「熊野古道」 熊野参詣道

和歌山県 和歌山市 海と憩う和歌山マリーナシティと防波堤 親水防波堤
和歌山県 北山村、熊野川町 秘境の大自然を眺望できる奥瀞道路 奥瀞道路
３件

鳥取県 境港市 妖怪に会えるみち　水木しげるロード 水木しげるロード
鳥取県
島根県

境港市
松江市

中海・宍道湖圏域の夢をつなぐ江島大橋 江島大橋

鳥取県 南部町 さいはくのシンボル「緑水湖」 賀祥ダム
３件

島根県 松江市 水都松江の風情が楽しめる松江堀川 松江堀川
島根県 松江市 国道９号　宍道湖夕日スポット「美しい夕日を望みたい」 宍道湖夕日スポット
島根県 松江市 宍道湖遊覧船の発着港 松江港
鳥取県
島根県

境港市
松江市

中海・宍道湖圏域の夢をつなぐ江島大橋 江島大橋

島根県 出雲市 宍道湖の原風景を思わせる湖岸堤 宍道湖グリーンパーク多自然型湖岸堤
島根県 出雲市 海と緑の健康地域－田儀海岸 田儀海岸
島根県 大田市 海水浴や様々なイベントが楽しめる久手海岸 久手海岸
島根県 津和野町 伝統的景観の継承と新たな魅力の創出を目指した「祭りと出会う川」 津和野川
島根県 津和野町 城下町津和野の風情にマッチした歩行空間の形成 殿町通り（主要地方道萩津和野線）
島根県 隠岐の島町 マリンスポーツが楽しめる塩浜海岸 塩浜海水浴場
１０件

岡山県 玉野市 宇野港（宇野地区）のゲートウェイ緑地 宇野港第一緑地
岡山県 総社市 自然の中のコミュニティゾーン「砂川」 砂川
岡山県 新見市 人に愛される新見浄化センター 新見浄化センター
岡山県 瀬戸内市 新市の観光重要拠点として期待　「道の駅：黒井山グリーンパーク」 道の駅　黒井山グリーンパーク
４件

広島県 広島市 水の都ひろしまの風物詩をつくり育てる元安川親水テラス 元安川親水護岸
広島県
愛媛県

尾道市
今治市

多島海に映えるしまなみ海道 瀬戸内しまなみ海道

広島県 三原市 自然と調和する空間～庭園空港～ 広島空港
広島県 安芸高田市 ダム湖百選にも選ばれたレイクリゾート八千代湖 土師ダム
広島県 宮島町 日本三景にある庭園砂防の紅葉谷川 紅葉谷川
広島県 安芸太田町 アーチの曲線美と雄大な自然に映える温井ダム 温井ダム
６件

山口県 山口市 ほたる飛び交う西の京 一の坂川
山口県 下関市 エメラルドグリーンの海を跨ぐ、自然と調和した角島大橋 角島大橋
山口県 下関市 海峡の景観を活かした港湾緑地 あるかぽーと緑地
山口県 岩国市 歴史のまちをながれる清流 錦川
山口県 由宇町 瀬戸内の自然を感じる「潮風公園　みなとオアシスゆう」 由宇町総合交流ターミナル
山口県 秋芳町 自然と文化の悠遠地（大滝砂防親水公園） 大滝砂防親水公園
６件

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

歴史・文化・自然を体感する”四国のみち” 四国のみち

徳島県 徳島市 紺屋町シンボルロード 一般県道宮倉徳島線
徳島県 徳島市 「水の都・徳島」のシンボル 新町川水際公園
徳島県 三好町 吉野川の自然と流れを感じる水辺空間 美濃田の渕
徳島県 西祖谷山村 日本三大奇橋「祖谷のかずら橋」と善徳護岸工 善徳護岸工
５件

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

歴史・文化・自然を体感する”四国のみち” 四国のみち

香川県 高松市 世界に誇れるいやし空間、お庭の国宝＜特別名勝＞栗林公園 栗林公園
香川県 高松市 瀬戸の魅力あふれる高松港とサンポート高松 サンポート高松、玉藻防波堤、階段式護岸
香川県 丸亀市 自然の中でのやすらぎとふれあい 土器川生物公園
４件



観光社会資本一覧

都道府県 市区町村 テーマ 社会資本名称
徳島県
香川県
愛媛県
高知県

歴史・文化・自然を体感する”四国のみち” 四国のみち

愛媛県 松山市 立岩海岸～波妻の鼻～ 立岩海岸
広島県
愛媛県

尾道市
今治市

多島海に映えるしまなみ海道 瀬戸内しまなみ海道

愛媛県 八幡浜市、伊方町 佐田岬メロディーライン（一般国道１９７号） 佐多岬メロディーライン
愛媛県 内子町 ふるさとの川づくりを実施した小田川 小田川
愛媛県 内子町 木蝋と白壁の町　内子 街なみ環境整備事業
６件

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

歴史・文化・自然を体感する”四国のみち” 四国のみち

高知県 四万十市 四万十川多自然型川づくり（四万十フィールドミュージアム） 四万十川多自然型川づくり
高知県 四万十市 四万十川沈下橋　〔　今成橋：（通称）佐田沈下橋　〕 今成橋（佐田の沈下橋）
高知県 夜須町 魅力あふれる歴史港湾　手結港 手結港
高知県 いの町 清流仁淀川（波川緑地公園） 仁淀川
高知県 仁淀川町 自然に満たされた心を癒せる安居渓谷 安居渓谷
６件

福岡県 福岡市 緑のトンネルを形成しているけやき通り けやき通り
福岡県 北九州市 門司赤煉瓦プレイス 門司麦酒煉瓦館、赤煉瓦交流館
福岡県 北九州市 まちづくりと一体となった水景都市の創出 紫川
福岡県 北九州市 海峡と文化遺産の調和したみなとまち 門司港レトロ地区緑地
４件

佐賀県 佐賀市、久保田町 バルーニストが集う「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」・嘉瀬川河川 嘉瀬川河川改修
佐賀県 唐津市 国の特別名勝で日本三大松原のひとつに数えられる「虹の松原」 県道虹ノ松原線

佐賀県
神埼町、三田川町、
東脊振村

弥生時代が蘇る吉野ヶ里の復元建物 国営吉野ヶ里歴史公園

佐賀県 有田町 有田町内山地区の街並み
有田内山伝統的建造物群（伝統的建造物
群保存地区保存事業）

４件

長崎県 長崎市 日本最古のアーチ型石橋 眼鏡橋
長崎県 長崎市 水と森の調和した港湾空間 長崎水辺の森公園
長崎県 西海市、佐世保市 日本三大急潮の一つ針尾瀬戸（伊ノ瀬瀬戸）を見下ろす西海橋 西海橋
３件

熊本県 熊本県内 くまもとアートポリスプロジェクト くまもとアートポリス
熊本県 山鹿市 にぎわいの水辺空間の創出：年間利用者100万人の「水辺プラザかもと」 水辺プラザかもと
熊本県 上天草市 天草パールラインマラソン大会 天草五橋
熊本県
大分県

阿蘇市
湯布院町

くじゅう連山に向かって走るやまなみハイウェイ やまなみハイウェイ

熊本県 長洲町 金魚のミニ水族館と新塘水路 新塘水路（浦川第三雨水幹線）
熊本県 山都町 「生命の水」を渡しつづける通潤橋 通潤橋
６件

大分県 中津市 ダム湖面を利用した水上スポーツによる体験型観光 耶馬渓ダム
大分県 臼杵市 身近なまちづくり事業によるまちなみ保全 二王座台東通り
大分県 杵築市 歴史的街並みに合わせたまちづくり 広小路北台線
熊本県
大分県

阿蘇市
湯布院町

くじゅう連山に向かって走るやまなみハイウェイ やまなみハイウェイ

４件

宮崎県 高千穂町 高千穂峡に架かる三代橋 高千穂バイパス
１件

鹿児島県 鹿児島市 人と火山が共生できる環境づくり 桜島国際火山砂防センター
鹿児島県 鹿児島市 港湾文化の保全と借景を活かした港湾空間の形成 鹿児島港
鹿児島県 西之表市 種子島サンセット車いすマラソン in　国道５８号 国道５８号
鹿児島県 薩摩川内市 日本一川内大綱引 国道３号
鹿児島県 曽於市 「弥五郎どん祭り」の新たな見せ場　・・・大隅合同庁舎・・・ 大隅合同庁舎
５件

沖縄県 那覇市 琉球王朝時代を偲ばせる石畳道 真玉道線
沖縄県 那覇市、本部町 「太陽と花と海」（海洋博覧会地区）、琉球文化の光を観る（首里城地区） 国営沖縄記念公園
沖縄県 那覇市 国道上で行う世界一の大綱挽き 国道５８号
沖縄県 那覇市 道路空間を利用したイベント 国際通り（県道３９号）
沖縄県 那覇市 人工海浜の整備による海洋性レクリエ－ション 波之上人工海浜（波之上人工ビ－チ）
沖縄県 うるま市 青い海、青い空を満喫できる道路 伊計平良川線
沖縄県 うるま市 ひとの集まる空間づくり 宇堅ビーチ
沖縄県 石垣市 人々の夢をのせるクルーズ船、活気があふれる離島桟橋 石垣港新港地区
沖縄県 石垣市 夜は星、昼はトライアスロンで賑わう小島 石垣港新港地区
沖縄県 浦添市 沖縄伝統芸能の殿堂「国立劇場おきなわ」 国立劇場おきなわ
沖縄県 国頭村 作り手の思いがこもった「かかし祭り」 道の駅　ゆいゆい国頭
沖縄県 東村 自然豊かなやんばるの山々とふれあえる福上湖 福地ダム
沖縄県 宜野座村 漢那ダムを活用した地域活性化を目指す宜野座村 漢那ダム
沖縄県 北谷町 海洋性レクリエーションと魅力ある海岸 北前海岸
沖縄県 知念村 すべての人が利用できるバリアフリービーチ あざまサンサンビーチ
１５件


